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中体連県大会結果報告 

 ６月３日・４日、１０日・１１日の４日間にわたって 

行われました中体連県大会の結果を報告いたします。 

一中の生徒たちは、安中市の代表として堂々とした態度 

で、県大会に臨みました。そして素晴らしい成績を残 

してくれました。 

【団体競技】 

■新体操        県準優勝 

■サッカー       県３位             

■バレーボール男子   県３位 

■剣道女子       県３位 

■剣道男子       県１６位 

■卓球男子       県１６位      

■バスケットボール男子 １回戦敗退 

【個人種目】 

■ソフトテニス 猿渡 涼太 岩﨑 俊介ペア 県８位 

■柔 道        横山 修斗 １回戦敗退 

■剣道男子       鈴木 一世 １回戦敗退 

            茂木  朗 １回戦敗退 

            大塚 航太 県１６位 

■剣道女子       澤崎 奈緒 １回戦敗退 

            中島多万佳 ２回戦敗退 

■卓球男子       白井玲偉璃 県３２位 

            佐藤 希良 １回戦敗退 

            北條 陸斗 １回戦敗退 

■新体操        若松真結香 県２３位 

            田村 梨乃 県２２位 

            中道 彩日 県１４位 

■体 操        友寄 日夏 県１４位 

■平成２９年度群馬県中学校春季競技大会（陸上）  

共通女子走高跳   長谷部 朋   ４位 

１年男子走幅跳   川村 駿介   ２位 

   

           

 

 

■安中第一中学校の教育目標 「豊かな心を持ち、主体的で自律的に行動できる生徒の育成」 
□安中一中の精神（３Ｃ精神：創造：Creation･勇気：Courage･挑戦：Challenge） □ＳＴＥＰ運動の推進 
 （Smile Thank you Excuse me Please）  □５Ｓの生活実践（整理・整頓・清潔・清掃・清貧） 

 

 

 

 

 



共通女子走幅跳   茂木日向子  2 位 

１年女子走幅跳   神村 夏実  ６位 

３年男子１００ｍ  渡邉 雄宇  4 位 

 

一中生頑張っています 

 中体連の大会以外でも、各競技で様々な大会が行われ 

ています。先日、６月５日（月）に表彰を行いました。 

 以下に表彰者を掲載いたします。 

■安中市民陸上記録会  

中学男子１００ｍ  有坂 友輝  6 位 

中学女子１００ｍ  黒澤 侑加  2 位 

中学女子１００ｍ  長谷部 朋  3 位 

中学男子３０００ｍ 波潟 琉心  １位 

   〃      杉本 達哉  ２位 

   〃      德増 俊和  ３位 

    〃      澤田 瑶士  ４位 

中学男子１５００ｍ 村田 幸鮮  6 位 

中学男子走り高跳び 川村 駿介  2 位 

〃      佐藤 昂輝  ２位 

中学女子走り高跳び 長谷部 朋  1 位 

   〃      黒澤 侑加  ２位 

   〃      伊藤 茉柚  ３位 

中学男子走り幅跳び 有坂 友輝  1 位 

   〃      川島 羽空  4 位 

    〃      大塚 陽介  ５位 

    〃      今川 徳馬  6 位 

中学女子走り幅跳び 神村 夏実  3 位 

    〃      庭野 璃空  ４位 

    〃      福富 木香  5 位 

    〃      岩井 美咲  6 位 

中学男子砲丸投げ  小林剣士朗  １位 

    〃      茂木 大知  ２位 

    〃      中曽根青弥  ３位 

中学男子４×１００ｍリレー    ３位 

        川島 羽空  大塚 陽介  

伊藤 太凱  澤田 瑶士 

〃             ４位 

       佐藤 昂輝  川村 駿介 

       小板橋 亮太 中山 桜太 

    〃             ５位 

         村田 幸鮮  今川 徳馬 

         井上 遥久  茂木 大知 

中学男子４×１００ｍリレー      ６位   

        杉本 達哉  小林剣士朗 

        德増 俊和  波潟 琉心 

中学女子４×１００ｍリレー      ２位 

        黒澤 侑加  長谷部 朋 

        庭野 璃空  伊藤 茉柚 

     〃            ３位 

        神村 夏実  福富 木香 

        眞下 結奈  岩井 美咲 

 

■第１２回安中市民卓球大会 

中学３年男子シングルス 白井玲偉璃 １位 

     〃      栁澤 陸都 ２位 

中学２年男子シングルス 眞下 尚大 １位 

     〃      佐藤 希良 ３位 

中学１年男子シングルス 今井 大翔 １位 

     〃      美若  蒼 ３位 

中学１年女子シングルス 山口 桜空 ３位 

 

 

 


